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☒  station [ステイシャン]

名 駅、署、局

☒  class [クラぁス]

名 クラス(の生徒たち)、授業、学級

階級、等級

☒  sorry [ソーりィ／サりィ]

形 気の毒で、すまなく思って

後悔して、残念で、残念ながら

☒  wish [ウィッシュ]

動 ～を願う、望む

名 願い、願い事、祝福のことば

活用 ： wished [ウィッシュト]

– wished – wishing

３単現形：wishes [ウィッシィズ]
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wish to ~ 『～することを願う』

wish for ~ 『～を願う[望む]』

make a wish 『願い事をする』
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I’m sorry.『ごめんなさい。すみません。』

※ I’m を省略して Sorry . とも言う。

※ 文末をあげて読むと、『もう１度言って

下さい。』の意味にもなる。

be sorry to ~ 『～して残念で、

～して気の毒に思う』

Shinjuku Station 『新宿駅』

※ 駅名にはふつう the をつけない。

a fire station 『消防署』

a police station 『警察署』

a gas [ギぁス] station
『ガソリンスタンド』

※ ガソリンスタンドは和製英語。

in the same class
『同じクラスに[同級生で]』

English class 『英語の授業』

between classes 『休み時間に』

the first class 『１等、１級』

I made a wish. 『私は願い事をしました。』

Best wishes, = With (my) best wishes, 『ご多幸を祈って』

※ 手紙の結びに使う表現。ピリオドではなく、コンマを使う。

There are thirty-five students in our class.
『私たちのクラスには３５人の生徒がいます。』

Tom and I are in the same class.
『トムと私は同じクラス[同級生]です。』

I like English class very much.
『私は英語の授業がとても好きです。』

※ この場合、class に複数形の(e)s をつけないのがふつう。

How many classes do you have on Monday ?
『あなたは月曜日に何時間授業がありますか？』

→ We have six (classes) (on Monday).
『私たちは (月曜日に)６つ (の授業が)あります。』

I’m sorry (that) I’m late. 『遅れてごめんなさい。』

Can you come with me ? 『私といっしょに来られますか？』

→ I’m sorry, (but) I can’t. 『残念ですが、できません。』

I’m sorry to hear that. 『私はそれを聞いて残念です。』

☆ 相手の注意を引くときの｢すみません。/ 失礼ですが。｣は

Excuse me. を使う。→【単語帳 No. 721 … excuse】

We felt sorry for the children. ※ for ｢～に対して｣

『私たちはその子供たちをかわいそうに感じました。』

wish … 実現の可能性が低いことを願うことが多い。

hope … 実現可能なことを望むことが多い。→【単語帳 No. 348】

Tom wishes to be a teacher. 『トムは先生になりたいと願っている。』

※ wish の後ろには不定詞 (to ~)を使う。動名詞 (~ing)は使えない。

We wish you a Merry Christmas. 『クリスマスおめでとう。』

We all wish for peace. 『私たちは皆平和を願っている。』

Let’s meet in front of the station.
『その駅の正面で会いましょう。』

Emi went to the station to meet Tom.
『エミはトムを出迎えるためにその駅に行きました。』

※ meet ｢～を出迎える｣ (⇔ see off ~ , see 代名詞 off ｢～を見送る｣)

Where is the nearest station from here ?
『ここからいちばん近い駅はどこですか？』

Change trains at the next station.
『次の駅で電車を乗り換えなさい。』

※ 複数形は classes [―ィズ]
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